『恐怖の館』ⓒ大島行雲

恐怖の館
行雲

ィスキ ーを 舐め なが ら︑見 知ら ぬ群衆 の言 動を 見つ める︒高い

背に体 格の 良い 青年 が照 れた風 に髪 を掻 いて 笑っ てい る︒小柄

で未だ 汚れ を知 らぬ が如 き美し い肌 の少 女が くし ゃみ をし た ︒
男に 自信 はな い︒

大島
招待状 を譲 られ て︑ 男は パーテ ィー に行 った ︒

が︑大き くも 小さ くもな い ︑体 の割 に脚 が細 長い蜘 蛛は ︑この

視線 を落 とす と︑床 を蜘 蛛が 這って いる︒種類 は分 から ない

だ︒ 夜空 には 半月 が ︑ま るで 男を 睨み つけ る 様に 輝い てい る︒

館の白 い大 理石 の床 には 場違い だっ た︒

黒い 洋館︒赤い 文字 で書 かれ た表札 は︑男 には 読め ない 漢字
黒い壁 に開 いた 覗き 窓を 通して ︑黄色い 光が 男を 凝視 して いた︒

﹁こん なと こい たら ︑誰 かに踏 まれ ちゃ うぞ ﹂

胸の 中で 男は 蜘蛛 に話 しかけ る︒

大広 間に は溢 れん ばか りの人 々が 集ま って ︑無 数の 会話 が飛
び交 って 意味 のな い 音の 波と なっ て男 の耳 に 流れ 込ん でく る︒

二人 の傍 を青 春の 塊の 様な若 者が 意気 揚々 と通 り過 ぎた ︒薄

汚れた ロー ファ ーの 踵で 蜘蛛を 踏み 潰し て︒

人影が でき るの さえ も防 いでし まい そう なほ ど︑明る い照 明が
天井か ら降 り注 ぐ下︑顔も 名前 も知ら ない 老若 男女 が︑様 々な

男は 眉間 に小 さく 皺を 寄せ ︑遠 ざかる 若者 の背 中を 見つ める︒

立ち上 がり かけ ︑口 を開 きかけ ︑そ して ︑や めた ︒

酒を手 にし て何 か話 をし ている ︒
男に 会話 はな い︒

口は 開か ない ︒心 臓の 下で 熱し た言葉 が行 き場 を失 って 生き

壁に 置か れた 花に 目を 移す︒ 萎れ たピ ンク 色の 花を 見る ︒

詰まる ︒飲 み込 む︒ 全身 に何か が染 み渡 って いく ︒

誰も 男を 気に も止 めな い︒
﹁すい ませ ん︑ はじ めま して： ：： ﹂
男が 会話 の中 に入 ろう とする と ︑誰も がに こや かに 微笑 んで
男に 会話 はな い︒

数滴 の涙 が荒 れた 肌を 弱々し く伝 い落 ちる ︒

徐に 瞼が 熱く なり ︑歯 を噛み 締め る︒

ただ ︑男 は花 を見 つめ た︒

誰も 男の 言葉 を気 にも 止めな い︒

誰も 男を 気に も止 めな い︒

会釈を し︑ 簡単 な自 己紹 介をす る︒ 彼ら の会 話は 続く ︒

目の 前に は数 え切 れな いほど の人 々が ︑聞 き取 れな いほ どの
話題に 盛り 上が って いる のに︑ 誰も 男を 知ろ うと はし ない ︒
ばつ が悪 くな った 男は 壁際に 置か れた 椅子 に腰 を下 ろし ︑ウ
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